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【県北地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 (株)アーキシステム 建設業

2 (株)アドサポート 人材派遣事業、業務請負、貸し倉庫

3 (株)アルテ 医療用アンプルの製造

4 (株)アンテックス高萩工場 鉄鋼業

5 (株)五浦観光ホテル 旅館業

6 (株)茨城サービスエンジニアリング 電気工事業、土木建築業

7 茨城プレイティング工業(株) 電子部品のメッキ加工

8 (株)上野工務店 建設業

9 ＮＯＫクリューバー(株) 特殊潤滑剤及び表面処理剤の製造・加工・販売

10 (株)エヌエスティー製作所 輸送機器製造

11 大友重機運送(有) クレーン揚重業

12 小川産業(株) 機械工具卸

13 (株)小國工務店 総合建設業

14 北茨城市企業衛生(株) 一般廃棄物処理業

15 (株)北茨城自動車学校 自動車教習

16 協三工業(株) 建設機械･産業機器部品製造

17 極東製薬工業(株) 医薬品製造業（体外診断用医薬品）

18 (株)向洋 運送業、特定建設業、一般旅行業ほか

19 (株)好陽産業 製缶・配管工事

20 サラヤ(株)関東工場 業務用・家庭用洗浄剤・消毒剤及び食品の製造販売

21 (株)ジェイ･オー･エヌ･七二 製造業

22 (株)ジェイピー関東 鉄スクラップ加工業

23 (株)GSユアサ茨城 制御弁式鉛蓄電池製造

24 ＪＸ金属(株)磯原工場 高純度金属、電子材料製造

25 常磐開発(株) 総合建設業

26 常磐共同印刷(株) 印刷業

27 常磐興産(株) 建物及土地の管理､不動産業務全般

28 新和企業(有) 廃棄物処理業

29 鈴木工務店(株) 建設業・不動産業

30 太平産業(株) ＬＰガス、卸小売、一般高圧ガス、溶接材料、機械工具

31 (株)高砂鐵工所 製造業（機械器具、製缶加工）

32 (株)高萩架設 建設業

33 高萩商事(株) 油脂類、ＬＰガス、自動車販売整備､陸上貨物運送

34 常磐港運(株) 一般貨物自動車運送業､港湾運送事業、石油類販売業

35 (株)としまや 旅館業
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【県北地区支部】

NO. 会社名 事業内容

36 (株)中井工務店 建設業

37 (株)ナジコ製作所 輸送用機器製造、ユニバ－サルジョイント

38 (株)ナバナ工業 総合設備工事業

39 (株)南悠商社 不動産賃貸業

40 日興建設(株) 総合建設業

41 (有)藤システム プラント整備

42 (株)保険のプロ 保険代理店

43 (有)ホシ保険事務所 保険代理店

44 (有)皆川獣医科医院 動物病院（獣医科診療）

45 (株)武蔵野化学研究所 乳酸、アラニン、ベルフ及びビルビン酸の製造販売

46 明和電気(株) 電気機器製造業

47 (株)やまとセレモニー 葬祭業

48 ユニマテック(株) 化学合成ゴム製造

49 (有)吉田興業 一般貨物自動車運送事業

2



【日立地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 アイ･イー･シー(株) ソフトウェア及び制御装置の設計･開発･保守サービス

2 (株)アイエヌシー 労働者派遣･建設･介護事業

3 (株)アイ･ティ･エイチ ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ､人材派遣､人材紹介､求人求職サイト運営､IT､eﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ､ｿﾌﾄ開発

4 社会保険労務士法人 葵経営 人事・労務コンサルティング

5 (株)秋山工務店 建築工事、土木工事

6 (株)旭製作所 重電機および産業機械の製缶部品

7 (株)ARMK 製造業、小売業

8 ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス(株) 警備業

9 アルファクラブ(株)茨城支社 冠婚葬祭互助会業

10 飯村機電工業(株) 建築附帯設備事業

11 イガラシ綜業(株) 電気工事業

12 (合)ICHI 経営コンサルタント(外国人派遣、実習生)

13 (学)茨城キリスト教学園 教育

14 (株)茨城計算センター 情報サービス業

15 (株)茨城県日立自動車学校 自動車教習

16 茨城交通(株)日立オフィス 路線・高速・貸切バス事業、旅行業、自動車運行管理請負業

17 茨城電機工業(株) 変圧器、変流器、電磁石の製造、配管製作

18 茨城日鉱建設(株) 総合建設業

19 (株)今橋製作所 製造業

20 NPO法人インパクト 町づくり調査研究､介護福祉事業､その他

21 臼木証券(株) 証券業

22 (株)HTB-BCD トラベル 旅行業

23 (株)岡部工務店 建築工事、土木工事、海洋土木、水道施設工事

24 (株)ガスハウジングセンター 小売、サービス業

25 弁護士法人片岡総合法律事務所 弁護士

26 (有)カメブ呉服店 きもの、洋装品、宝飾品など

27 (株)コーヨー プレス加工並びに機械加工による自動車部品、受変電機器用部品、産業機械用部品の製造

28 (株)サイバーテック ソフトウェア開発

29 佐々木興業(株) 一般貨物自動車運送事業、機械器具設置工事業、ｸﾚｰﾝﾘｰｽ

30 三秀建設工業(株) 総合建設業

31 (株)サンメック 電気機械器具製造

32 (株)シースリー コンピュータソフトウェア開発

33 (株)JWAY 有線テレビジョン放送事業

34 ＪＸ金属(株)日立事業所 その他各種事業（管理間接、研究部門）

35 ＪＸ金属環境(株) 産業廃棄物処理業､非鉄金属ﾘｻｲｸﾙ業
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【日立地区支部】

NO. 会社名 事業内容

36 (株)システムデザイン ソフトウェア設計・製造

37 (株)ジュン・ホーム 建設業、不動産業

38 (株)ショウエイ 金属加工業

39 (学)翔洋学園 教育(通信制高校)

40 昭和電工マテリアルズ(株)山崎事業所 電気絶縁材料、合成樹脂、自動車関連製品の製造

41 昭和電工マテリアルズ・テクノサービス(株） 化学・環境分析・物性試験・製造・物流サービス・環境リサイクル

42 (株)白土工務店 建設業

43 助川電気工業(株) 原子力機器、半導体製造装置関連機器、温度センサー、加熱機器、真空関連機器

44 鈴縫工業(株) 建築工事、土木工事、不動産売買・仲介

45 砂川産業(株) 卸売・小売

46 (株)セイキョウ 電気工事業、製造業

47 社会福祉法人正和会 介護事業

48 (株)関根鉄工所 一般機械器具製造業

49 (株)関プレス 金属加工業

50 積豊建設(株) 建設業

51 相鐵(株) 各種金属（鋼板・形鋼・ステンレス・アルミ等）加工・販売

52 損害保険ジャパン(株)茨城支店日立支社 損害保険業

53 泰榮エンジニアリング(株) 設計業

54 大陽日酸東関東(株) 化学工業(無機薬品の製造)

55 多賀土木(株) 総合建設業

56 (株)高橋電器製作所 電気機械器具製造および販売

57 (株)天地閣 ホテル

58 トランコムSC(株)日立営業所 サービス業

59 中嶋メディカルサプライ(株) 医療機器の販売､２４時間ホルター心電図業務、福祉用具貸与・販売、在宅医療機器のレンタル、保守、ITSネットワーク業務

60 中山商事(株) 試薬･工業薬品･理化学機器卸売業

61 (株)ニシテック 工業用自動化･省力化機器等開発製造

62 日木産業(株) 総合建設業、木材･新建材販売業、ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工業

63 日和サービス(株) 廃棄物処理業、ビルメンテナンス業、造園緑化業、商品サービス

64 一冨士フードサービス(株)東日本支社 ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ､給食運営(企業食堂､病院福祉)､お弁当の製造･販売

65 (株)日昭丸運 貨物自動車運送業､産業廃棄物収集運搬事業､各荷役作業

66 (有)沼田クリーンサービス 産業廃棄物収集運搬･土木建築解体･建築物清掃

67 (株)東日本技術研究所 ソフトウェアの受託･開発　電子応用装置の設計・製作

68 日立アプライアンステクノサービス(株) 家庭用電気機械器具製造

69 (株)日立茨城テクニカルサービス 電気機械器具製造業

70 日立金属(株) 電線・ケーブル、機能品

71 日立グローバルライフソリューションズ(株) 電気機械器具製造業

72 日立鋼業(株) 建設業

73 (株)日立産業制御ソリューションズ コンピュータ制御、情報処理システムのエンジニアリングとソフト開発
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【日立地区支部】

NO. 会社名 事業内容

74 (株)日立製作所 制御ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ統括本部 情報制御、計算制御ｼｽﾃﾑ、制御用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ

75 日立製作所工業協同組合 サ－ビス業

76 (株)日立製作所日立事業所 一般機械器具製造、電気機械器具製造

77 (株)日立製作所日立研究所 社会システム、デバイス・コンポーネント、材料・基盤技術に関する研究

78 日立精錬(株) 非鉄金属精錬業

79 日立セメント(株) セメント製造販売、生コン販売及び産業廃棄物の中間処理

80 (株)日立ドキュメントソリューションズ 情報サービス業

81 日立土木(株) 総合建設業

82 (株)日立パワーデバイス 半導体用部品製造

83 (株)日立パワーソリューションズ 電気機械器具等産業用機械製造、発電設備等に関るｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ及び製造･据付･ｻ-ﾋﾞｽ業務

84 日立埠頭(株) 港湾運送事業

85 (株)日立物流東日本流通サービス 荷造梱包業

86 (株)日立保険サービス 損害保険代理業､生命保険代理業

87 (株)日立リアルエステートパートナーズ 不動産、木材輸入販売、梱包、介護ｻｰﾋﾞｽ

88 (株)ヒロエンジニアリング 機械設計及び情報処理サービス

89 (株)ファインテクノ 商社（工業製品）

90 (株)古川技建 下水道及び各種管路施設の総合維持管理業

91 プレビ(株) ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設の管理運営

92 (株)堀田電機製作所 電動機､発電機部品製造

93 マルイアドバンス(株)本社工場 輸送用機械器具製造

94 (株)マルト 食品小売業(ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ)

95 丸光建設(株) 建設業

96 (株)みずほ銀行水戸支店 銀行業

97 三菱重工業(株)日立工場 電気機械器具製造業

98 (株)宮本製作所 自動車部品の製造

99 (株)ヤマガタ 一般貨物自動車運送事業(運輸･倉庫業)

100 (株)大和鉄工所 設備機械設計製作

101 (株)ユーメック 自動制御装置試運転・制御システムソフト業務

102 (株)ユニキャスト IT、ソフトウェア業

103 (株)吉田組 建設業､ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ製造販売､不動産賃貸
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【常陸那珂地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 (株)アイエスアイ ソフトウェア開発

2 (株)アイ・コネクト コンサルタント

3 特定非営利活動法人ITコーディネータ茨城 コンサルタント業

4 アイムス(株) ソフトウェア開発・設計

5 (株)青山製作所茨城工場 自動車用部品製造

6 アクモス(株) ｿﾌﾄ開発

7 (株)アサイン システム開発

8 (株)アート科学 理化学器械販売、製造

9 磯﨑自動車工業(株) 新車､中古車販売､整備業

10 泉商事(株)第二工場 製造業

11 (株)伊藤鋳造鉄工所 銑鉄鋳物製造業

12 (株)井上工務店 総合建設業

13 いばらき印刷（株） 印刷業

14 医療法人社団いばらき会 医業（医療、介護施設）

15 茨城県森林組合連合会 林業団体(森林整備、造林保育、素材生産事業等)

16 (株)茨城県民球団 プロ野球球団の運営など

17 茨城スチールセンター(株) 金属加工及び販売

18 茨城通運(株) ＬＰガス販売、貨物運送業

19 茨城日化サービス(株) 住宅設備機器ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ及びﾘﾌｫｰﾑ工事の設計施工

20 (株)茨城ポートオ－ソリティ 港湾荷役サ―ビス　

21 茨城リネンサプライ(株) 医療用基準寝具のリネンサプライ

22 印象エキスパート(株) 企業研修

23 インターソシオシステム(株) ｿﾌﾄｳｪｱ開発･ITｿﾘｭｰｼｮﾝ

24 (株)ウミノ 梱包材製造

25 (株)ＳＡＣ東京 東海事業所 原子力・火力発電所のメンテナンス

26 エビハラスポーツマン(株) ゴルフ場

27 海老根建設(株) 建設業

28 (株)エムシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｪｱ設計･開発

29 (株)El Dorado 美容業

30 大川精螺工業(株)水戸工場 自動車部品の製造販売

31 (株)大倉商事足崎工場 野菜加工業

32 (株)大曽根建設 建設業

33 (株)大宮自動車教習所 自動車教習所

34 (株)小野写真館 写真館、結婚式場、成人振袖ﾚﾝﾀﾙ

35 (株)カツタ 廃棄物処理業
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【常陸那珂地区支部】

NO. 会社名 事業内容

36 勝田環境(株) 廃棄物処理業、清掃業

37 (有)勝田車輌サービスセンター 自動車販売修理

38 金砂郷食品(株) 納豆製造その他食品販売

39 (株)川崎建設 建設業

40 (株)かわねや ス－パ－、レストラン

41 (株)河野銅鉄店 鉄、非鉄金属の買取及び加工販売

42 (株)関東技研 機械器具製造業

43 (株)関東精機製作所 ﾌﾟﾚｽ品金型部品､ﾌﾟﾚｽ品量産

44 木内酒造(株) 酒類製造

45 (株)菊池精器製作所 精密機器、電子顕微鏡、医療用機器製造

46 (株)キャリアプラス 人材サービス業

47 ｸﾞﾘｺﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城工場 ｱｲｽｸﾘ-ﾑ製造

48 医療法人社団有朋会栗田病院 病院

49 京葉ガスリキッド(株)茨城支社 ＬＰガス販売

50 検査開発(株) 原子力技術サービス

51 小泉英之税理士事務所 税理士業

52 工機ホールデインングス(株) 電動工具、ライフサイエンス機器の製造及び販売

53 (株)工機ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｻｰﾋﾞｽ ソフトウェアの開発・販売及び、印刷に関する事業

54 (株)幸田商店 農産物生産加工卸売

55 弘美印刷(株) 会報、リーフレット、パンフレット、チラシ印刷等印刷全般

56 (株)小沢食品 食品製造・販売業

57 (株)小松製作所 建設・鉱山機械・産業機械

58 弘陽電機(株) 内燃機関用電装品製造

59 コロナ電気(株) 医療機器及び理化学機器、電子計測器、電源装置の設計、製作並びに販売

60 (株)サザコーヒーホールディングス コーヒー豆卸業、喫茶店

61 (株)澤幡製作所 非鉄鋳物製造業

62 産機リース(株) 建設･荷役機械のレンタルリース

63 (株)三友 運送･木製品製造･梱包

64 三勇建設(株) 建設業

65 (株)シーアンドエーソリューション 情報サービス

66 (株)ＣＯＥジャパン 研究開発支援、原子力等プラント関連設計支援、その他各種情報の電子化等

67 (株)システムリンク システム設計・開発

68 (有)清水製作所 精密機械加工業

69 (株)JERA常陸那珂火力発電所 電気供給業
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【常陸那珂地区支部】

NO. 会社名 事業内容

70 (株)住宅市場 中古住宅､建売住宅､売買仲介

71 (有)常陽自動車販売 新車･中古車販売､整備業

72 (株)水工エンジニアリング 建設コンサルタント

73 (株)鈴木ハーブ研究所 小売業

74 (有)鈴木木材 木材加工業

75 (株)SAYコンピュータ ソフトウェア開発

76 (株)せき 野菜加工業

77 (株)瀬谷製作所 ダイカスト製品製造・加工

78 センター電機(株) 電気機械器具卸売および設備工事

79 (株)ソニー・ミュージックソリューションズ CD・DVD製造

80 (株)大成設備工業 建設業

81 立繁産業(株) 運送業

82 (株）長寿荘 ホテル業､結婚式場

83 (株)鶴田組 土木建設

84 (株)照沼商事 石油販売､自動車関連､損保､ﾘｻｲｸﾙﾌﾞｯｸ販売

85 桃栄金属工業(株) 機械加工

86 東興機械工業(株) 原子力施設各種設備の保守点検

87 東康建設工業(株) 総合建設業

88 戸田工業(株) 一般土木､舗装工事､給排水衛生上下水道等

89 (株)ナイス 放射線の影響に伴う環境評価・解析事業

90 (株)長崎プレス工業 金属プレス加工業

91 (株)ニシノ清塗工 塗装工事業､防水工事業

92 (株)西野精器製作所 精密部品加工業

93 日本アドバンスロール(株) 機械器具製造

94 （社）日本経営士会北関東支部　茨城県会 経営コンサルタント集団（地域支援を目的）

95 日本原子力発電(株)東海事業本部 地域共生部 電力供給業

96 (一社)日本産業カウンセラー協会東関東支部 産業ｶｳﾝｾﾗｰ･ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ養成､各種研修･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

97 日本ﾃｸﾆｶﾙｼｽﾃﾑ(株) KIRIAIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ技術研究所 情報サービス、調査研究、開発、制御

98 (株)NEXT・カワシマ 燃料小売(LPｶﾞｽ、灯油、電力、住設機器、増改築、家電、食飲料)

99 (株)ねぼけ 飲食業

100 根本エンジニアリング(株) 機械製造業

101 根本寛税理士事務所 税理士

102 橋本機工金物(株) 機械工具､建設資材､設計施工

103 (株)ハリカ太田店 介護用品販売、レンタル、デイサービス

104 (株)ハレルヤ産業 電気工事全般

105 (株)ビーンズクリーンサービス 一般廃棄物収集運搬業
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【常陸那珂地区支部】

NO. 会社名 事業内容

106 常陸ウッドリサイクル協同組合 オガ粉製造

107 日立Astemo(株)佐和事業所 自動車用電装品、電子製品、エンジン機器製品の製造

108 常陸環境開発(株) 産業廃棄物収集運搬・構築物解体

109 日立交通テクノロジー(株) 鉄道車両周辺設備に関するエンジニアリング、製造販売、サービスなど

110 (株)日立製作所ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 昇降機製品・ビルシステム関連製品の製造、車両電気製品・交通システム関連製品の製造

111 (株)ひたちなか健康ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ スポーツ施設運営

112 (株)ひたちなかテクノセンター 研究開発支援、人材能力開発支援、情報提供

113 (株)ひたち農園 食品製造販売

114 (株)日立ﾊｲﾃｸ 計測機器製造

115 (株)日立ﾊｲﾃｸﾏﾆﾌｧｸﾁｬ＆ｻｰﾋﾞｽ 計測器、理化学機器、医療機器の製造、検査、販売、各種印刷、

116 (株)日立保険サービス 損害保険･生命保険代理店

117 (株)日乃本米菓製造 菓子製造業

118 檜山工業（株） 製造業

119 (株)ヒロコーポレーション 建築業

120 (株)双葉電機製作所 金属加工業

121 松本みつはる社会保険労務士事務所 社労士業

122 (株)マネジメントシステム 情報サービス業

123 (有)丸越産業 清掃業

124 (株)丸正産業 建設業

125 丸真食品(株) 食品製造・販売業

126 (株)三重工業 自動車電装機器製造

127 (有)瑞穂農場 畜産業

128 (株)水戸トータル･テレホン 通信機器販売及び設備工事

129 (株)宮本冷機 冷凍冷蔵設備設計施工、保守点検メンテナンス

130 森松工業(株)関東工場 ステンレス製給水タンク・圧力容器の製造

131 (株)八百邦 青果物小売業

132 野内商事(株) 総合設備業、各種燃料販売

133 (株)矢橋工務店 建設業

134 ヤマザキプレシジョン(株) 精密金属切削部品加工

135 (有)山田文具店 事務機販売

136 山藤鉄工(株) 金属製品製造業

137 油研工業(株)袋田工場 油圧機器製造販売
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 社会保険労務士法人R＆S協働事務所 社会保険労務士の事務所

2 (株)アイ・イーシー 通信教育及び研修

3 (株)ＩＨＳ 旅館業

4 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株)茨城自動車営業部 損害保険業

5 (株)アイジェイエス 電気通信設備業・情報処理サービス・特定人材派遣業

6 藍税理士法人 税務

7 (株)ＩＴＳ ITコンサルティング、WEB制作

8 (株)あけぼの印刷社 オフセット印刷及び文字並びに画像情報処理

9 憧れ花のアトリエ 生花販売

10 阿さ川製菓(株) 和洋菓子製造販売業

11 旭社会保険労務士法人 社労士業、コンサル業

12 (株)旭商事 石油類販売業、LPガス、ガソリンスタンド

13 (株)旭物産 食品製造業(野菜加工品)

14 東建設(株) 特定建設業

15 (株)アトラス フィットネスクラブ

16 (株)アビリティ 人材派遣業

17 (株)アプリシエイト ｿﾌﾄｳｪｱ開発､ITｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作

18 (株)ありが園 介護支援、保険相談等

19 アルモファクトリー(株) 経営支援サービス

20 (株)アレフ 卸売業(制御機器)

21 アンリミテッド(株) 広告代理店、採用・集客支援業務

22 いこいの村涸沼 旅館業

23 (株)イサカホーム 建築、不動産

24 (株)伊勢甚本社 不動産業、ホテルブライダル業

25 (株)板通 塗装･めっき関連資材･機器･設備

26 (株)イトウ 電気絶縁材料製造

27 (株)伊藤園 茶葉､飲料製造､販売

28 茨城いすゞ自動車(株) 大型車両･ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｽ販売及び修理

29 (株)茨城運送 一般貨物自動車運送事業、労働者派遣事業

30 特定非営利活動法人茨城NPOｾﾝﾀｰ･ｺﾓﾝｽﾞ 市民活動支援

31 (公財)茨城カウンセリングセンター 心理相談

32 茨城グランディハウス(株) 不動産、建設業

33 茨城グローブシップ(株) ビルメンテナンス

34 茨城県教科書販売(株) 教科書、一般図書、楽器卸売業

35 (一社)茨城県建設業協会 建設業団体

36 (一社)茨城県建設コンサルタンツ協会 建設コンサルタント業

37 (一財)茨城県建築センター 建築確認、検査業務
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

38 茨城県厚生農業協同組合連合会 病院経営

39 (一社)茨城県産業資源循環協会 業界団体

40 (社･福)茨城県社会福祉協議会 団体

41 (一社)茨城県情報サービス産業協会 業界団体

42 茨城県職業能力開発協会 各種職業における人材育成及び国家試験の実施

43 茨城県信用組合 金融業

44 茨城県信用農業協同組合連合会 金融サービス

45 茨城県信用保証協会 信用補完業務

46 茨城県大同青果(株) 青果物卸売業

47 (一社)茨城県トラック協会 団体

48 茨城県農業共済組合連合会 農業災害補償法に基づく農業共済事業(保険事業)の実施

49 茨城県農業協同組合中央会 農業団体の事業･経営指導･監査

50 (株)茨城県水戸中央花き市場 花卉類卸売業

49 (一社)茨城県老人福祉施設協議会 老人福祉施設の協議会

52 茨城交通(株) 運輸交通業、不動産業、旅行業、広告業、損害保険業

53 茨城小松フォークリフト(株) フォ―クリフト及び各種物流商品の販売修理

54 (一社)いばらき社会起業家協議会 団体

55 (株)茨城新聞社 日刊新聞発行

56 茨城水産(株) 水産物卸売業

57 茨城スバル自動車(株)本社･水戸店 自動車販売業

58 茨城倉庫(株) 倉庫業、運送業

59 (国)茨城大学 教育機関

60 茨城ダイハツ販売(株) 自動車販売業

61 茨城中央園芸農業協同組合 農業協同組合

62 茨城電設(株) 配電線工事、電気通信工事

63 (株)茨城電通 広告代理

64 茨城トーヨー(株) タイヤ卸売

65 茨城トヨタ自動車(株) 自動車販売修理業

66 茨城トヨペット(株) 自動車、部品･通信機器販売修理業、保険代理店業

67 茨城日産自動車(株) 自動車、部品販売修理業

68 (株)茨城荷役運輸 運輸業

69 茨城乳配(株) 運送業

70 茨城日野自動車(株) 自動車販売並び部品販売及び修理

71 (株)茨城放送 ラジオ放送

72 茨城マーケティングシステムズ(株) 事務機器販売及び保守サービス

73 (株)茨城木材相互市場 住宅総合資材卸売業

74 茨城ヤナセ(株) 小売業
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

75 茨城ヨコハマタイヤ販売(株) 自動車用タイヤ等の卸売販売

76 (株)茨城読売ＩＳ 新聞チラシ折込取次代理業

77 (株)茨城ﾛﾎﾞｯﾂ･ｽﾎﾟｰﾂｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ「ｻｲﾊﾞｰﾀﾞｲﾝ茨城ﾛﾎﾞｯﾂ」運営

78 いばらく乳業(株) 牛乳・乳飲料類製造販売

79 (株)ヴィオーラ 貸しおしぼり業

80 (株)ウェルネット 経営コンサルタント業

81 (株)内原電機製作所 油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ用制御盤、運転盤等製造

82 (有)内山青果 さつまいもの卸・加工

83 ウルノ商事(株) 業務用食料品販売業

84 (株)エイチ･アイ･エス茨城団体営業所 旅行業

85 (株)エディファミリー 冠婚葬祭互助会

86 エヌアンドエヌコミュニケーションズ(株) 通信設備工事

87 (株)エヌ・ティー・ビー フードサービス

88 NTT-ATﾃｸﾉｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)本社･水戸事業所 ｿﾌﾄｳｪｱ開発､ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｻｰﾊﾞ保守運用

89 NTTコムマーケティング(株)北関東営業所 電気通信サービス

90 (株)NTTドコモ茨城支店 移動通信事業

91 ＮＴＴ東日本 電気通信業務

92 (株)NTTファシリティーズ茨城支店 建築物･電力設備のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ､企画､設計､保守､維持管理等

93 (株)エムエス 住宅リフォーム・アフターサービス

94 大洗ターミナル(株) 港湾運送事業

95 大泉式労務管理事務所 人事労務・コンサルタント業

96 (株)オーガスタ サービス業、福祉関連

97 (株)大蔵塗装工業 塗装工事

98 大蔵生コンクリート(株) 産業廃棄物処理・解体

99 (株)大塚製作所 機械工具製造

100 (株)大縄林業 製材業､住宅建設業

101 (株)大平造園土木 造園業、日本庭園の作庭

102 (株)大森食品 お弁当製造・販売業、飲食店（仕出し弁当･産業給食･受託給食他）

103 (株)オーリス茨城砕石工場 建設･土木資材

104 (株)岡本製作所 金属加工業

105 小野瀬公認会計士事務所 税務、会計、経営指導

106 (株)オフィスエムエスイー ソフトウェアの開発及び販売

107 オフィスＣ．Ａ．(株) 保険代理、不動産取引

108 カーレポ(株) 自動車整備業、自動車リサイクル業

109 (株)開発計画研究所 建設コンサルタント業務

110 笠間工芸の丘(株) サービス業
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

111 (株)笠間自動車学校 自動車教習所

112 鹿島建設(株)関東支店 総合建設業

113 鹿島臨海鉄道(株) 鉄道業

114 (株)かつら設計 測量･調査･補償･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

115 株木建設(株) 総合建設業

116 カブトプラテク(株) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ精密機械加工(切削)及び曲げ･接着･溶接

117 (株)紙善 紙卸売業

118 亀印製菓(株) 和洋菓子、名産品製造販売

119 (株)カワスミ 金属加工業

120 (株)川又楽器店 楽器小売・音楽教室運営

121 関鉄水戸タクシー(株) タクシー業

122 (株)関電工茨城支店 総合設備工事業

123 関東印刷(株) 印刷業

124 関東ビルサービス(株) ビル内外清掃、設備の運転保安等サ―ビス

125 関東マルワ産業(株) 工業資材販売､看板製作･施工

126 カンプロ(株) LPガス製造､販売

127 (株)菊正塗装店 塗装工事業

128 (株)きど印刷所 カラ－印刷、伝票印刷

129 キヤノンモールド(株)友部事業所 精密プラスチック金型の設計・製作

130 共栄通信工業(株) 建設業

131 (有)きらら館 陶器製造･販売、パン製造･販売

132 キリンビール(株)関東甲信越統括本部茨城支社 酒類等の製造・販売

133 近畿日本ツーリスト(株)水戸支店 旅行業

134 (株)クォンタムフラワーズ&フーズ 量子農業研究

135 (株)グリーンテック茨城営業所 自動車部品の検査･修正作業等の品質管理

136 くるま工房笠間(株) 自動車鈑金塗装、車検整備、保険

137 (一社)グローバル人事支援協会 外国人材の採用等の支援

138 (株)グロービス 教育、人材育成

139 黒澤工業(株) 局所排気設備工事、ダクト工事、板金加工業

140 (株)クロサワ眼鏡店 眼鏡､補聴器､光学器､ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ販売

141 (株)ケアレジデンス 福祉施設等の運営

142 京成ホテル(株) ホテル業

143 (株)計装機器製作所 液面計製造

144 (株)ケーシーエス ｿﾌﾄｳｪｱ開発、ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ･ﾈｯﾄﾜ-ｸ事業、ｱｳﾄｿ-ｼﾝｸﾞ事業

145 (株)ケーズホールディングス 家庭電器、オ―ディオ、パソコン等小売
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

146 けんしん保証サービス（株） 信用保証業

147 けんしんリース（株） 総合リース業務

148 (株)こうじや 園芸資材卸売業

149 (株)光和印刷 印刷業

150 コカ･コーラ ボトラーズジャパン(株)茨城支社水戸支店 飲料販売

151 コスモ綜合建設(株) 建設業

152 コトブキ印刷(株) 総合印刷業

153 湖南電設(株) 電気設備工事

154 (株)コバコーポレーション ホテル業

155 小林紙商事(株) 紙類全般卸売業

156 税理士法人コンパス･ロイヤーズ 法人税務､相続税･相続対策

157 斉藤菊正塗工(株) 塗装・防水・工事業

158 社会保険労務士法人齋藤船橋労務相談事務所 コンサルティング業

159 坂場畜産(有) 畜産業

160 社会保険労務士法人笹沼事務所 社会保険労務士

161 (株)三栄製作所 エレベーター用巻上機製造・販売

162 (公財)産業雇用安定センター茨城事務所 無料職業紹介事業

163 (株)燦食 食料品製造業、飲食店経営

164 (株)サンテ 保険調剤薬局

165 サンネット(株) ホームページ制作・システム開発

166 ＪＲ水戸鉄道サービス株式会社 JR車両の清掃及び修繕、駅舎･駅ﾋﾞﾙの清掃、構内運転業務

167 JA茨城エネルギー(株) 燃料および自動車の販売

168 (一財)JA茨城協同学習サービス 施設管理運営

169 (株)ＪＴＢ水戸支店 一般旅行業

170 (株)システムブレーン 講演会、研修の企画・運営

171 (株)しまだ 飲食業､お弁当､ケータリング

172 (株)清水商店 水産加工業

173 (株)ジャパン三陽 自動車用品卸売業

174 (有)昌栄 冷凍食品製造

175 (株)常磐第一興商 音響映像機器の販売･ﾚﾝﾀﾙ､不動産､駐車場

176 (株)常陽キャピタルパートナーズ 投資事業組合の運営・管理

177 (株)常陽銀行 銀行業

178 常陽コンピューターサービス(株) 情報処理サ―ビス業

179 (株)常陽産業研究所 調査、研究、コンサルティング

180 常陽施設管理(株) 不動産管理、ビル賃貸業

181 常洋水産(株) 鮮魚、冷凍魚、塩干魚、加工品等水産物卸売業

182 常陽トータルサービス(株) 生･損保代理業
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

183 昭和建設(株) 総合建設業

184 (株)昭和自動車教習所 自動車教習

185 新安全警備保障(株) 機械警備、常駐警備、現金輸送

186 (株)新栄設備工業 空調衛生設備工事

187 (株)眞建築設計室 建築設計、監理

188 (有)真成会 にらいかない 医療用機器リース業･人材派遣業･介護業務

189 新明電材(株)水戸営業所 電設資材専門商社

190 信用商事(株) 保険代理業

191 (株)スイコウアセット ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ､ﾚｽﾄﾗﾝ､整骨院等の運営

192 (株)スカラパートナーズ ビジネス・クリエイティング事業

193 (株)鈴木良工務店 建設業

194 須藤本家株式会社 酒造業

195 (株)セイエーデンキ 家電品販売業

196 (株)関川畳商店 畳、襖、内装、リフォーム

197 関・山形法律事務所 法律事務所

198 全国共済農業協同組合連合会 農業協同組合法に基づく共済事業

199 全国農業協同組合連合会 農業生産物の販売及び必要物資の購買

200 センター家庭電器(株) 家庭電気製品卸売

201 (株)セントラル医学検査研究所 医療関連ｻｰﾋﾞｽ業(受託臨床検査）

202 仙波糖化工業(株)管理本部 食料品製造業

203 創建工業(株) 建設業、建設資材卸業

204 綜合警備保障(株) 警備業

205 損害保険ジャパン(株)茨城支店 保険業

206 第一生命保険(株)水戸支社 保険業

207 第一熱学建設(株) 建設業

208 (株)ダイイチ・ファブ・テック 製造業

209 大栄運輸(株) 一般貨物自動車運送業

210 (有)大黒鮨 飲食業

211 (株)タイショー 農業機械の製造･販売

212 大和証券(株)水戸支店 証券業

213 高島通信電設(株) 建設業(電気工事､電気通信工事)

214 (株)高野高速印刷 印刷全般､ﾎﾟｽﾀｰ､ﾘｰﾌﾚｯﾄ､広報誌､学術書など

215 髙信司法書士事務所 司法書士・名字研究家

216 高橋商事(株) 土木､管工事､米穀集荷業､石油類販売、LPガス販売

217 タカラスタンダード(株)水戸支店 住宅設備機器の製造販売

218 竹内司法書士事務所 司法書士
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

219 (有)タツミ理化 理化学ガラス製造

220 (株)千代田テクノルラディエーションモニタリングセンター 放射線計測

221 千代田メインテナンス(株) 原子力施設の除染、解体、運転、保守

222 (株)月の井酒造店 清酒製造業

223 (株)ティーガイア 携帯電話等の販売及び代理店業務

224 (株)帝国データバンク水戸支店 総合経営情報サービス

225 (有)テクサ 看板業

226 デジタルサーブ(株) システム開発、ITサービス全般

227 (株)デベロ 移動入浴車、移送ｻｰﾋﾞｽｶｰ、在宅配食ｻｰﾋﾞｽｶｰ

228 東京海上日動火災保険(株)茨城支店 損害保険業

229 東京ガスネットワーク(株)茨城支社 都市ｶﾞｽ､ｶﾞｽ機器､ｶﾞｽ工事､その他ｴﾈﾙｷﾞｰ等

230 (株)東京商工リサーチ水戸支店 情報提供サービス業

231 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)茨城総支社 一般送配電事業等

232 東神電池工業(株) 非常用電源装置､自動車用ﾊﾞｯﾃﾘｰ､自動車電装品卸売業

233 東鉄工業(株) 建設業

234 東武トップツアーズ(株)水戸支店 旅行業

235 東部燃焼(株) 住宅設備

236 (株)トキワ 通信ｼｽﾃﾑ設計･製造、ｿﾌﾄｳｪｱ開発、ﾈｯﾄﾜｰｸ設計･工事

237 常盤警備保障(株) 警備業

238 （学）常磐大学 学校運営（大学院・大学・短期大学・高等学校・中等教育学校・幼稚園）

239 トキワ通信工業(株) 建設業

240 (株)トスネット茨城 警備業

241 戸田産業(株) 包装資材販売

242 冨山建材(株) 建設内外装工事及び卸業

243 トヨタL&F茨城(株) 産業車輛及び無人物流システムの販売修理

244 トヨタカローラ新茨城(株) 自動車の販売及び修理､損保代理業

245 トヨタモビリティパーツ(株)茨城支社 自動車部品・用品卸小売

246 (株)トレンディ茨城 物流業

247 (株)中川楼 会席料理、蒲焼 他

248 (株)奈良屋 内外装仕上げ工事及び建材の販売

249 (株)ニグチ 経営マネジメント・コンサルティング

250 (株)ニコン 精密機器製造業

251 (株)西山工務店 特定建設業

252 日榮産業(株) 不動産、賃貸業

253 日動起業(株) 建設業

254 (株)日警 警備業、一般貨物運送業

255 日産部品茨城販売(株) 自動車部品卸小売業
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

256 日産プリンス茨城販売(株) 自動車、部品販売修理業

257 (株)日宣メディックス 広告、出版、印刷

258 日東電気(株) FRP成形品、自動車用部品、電子機器部品

259 日東メンテナンス(株) ビルメンテナンス業

260 弁理士法人日峯国際特許事務所 知的財産権関係

261 職業訓練法人日本技能教育開発センター 教育

262 (公社)日本国民高等学校協会 農業研修

263 日本システム・エイト(株) ソフトウェア開発及び制御装置設計

264 日本生命保険(相) 生命保険業

265 日本たばこ産業(株)茨城支社 たばこ事業

266 (公財)日本電信電話ユーザ協会茨城支部 情報通信技術･ｻｰﾋﾞｽを利用したｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文化の振興等

267 日本リアライズ(株) 不動産業

268 (株)日本旅行水戸支店 旅行業

269 ネッツトヨタ茨城(株) 自動車、部品販売修理業

270 ネッツトヨタ水戸(株) 自動車の売買及び修理

271 (株)ノーブルホーム 住宅販売、施工(建設業)

272 (株)野村アーテック 金属塗装、シルク塗装

273 野村證券(株) 証券業

274 (株)ハース 建設業

275 (株)ハートコーポレイション 英語学校

276 (株)ハートピア 老人ホームの経営、社会福祉事業全般

277 (株)パイオニア･サービス東日本 清掃業

278 (有)ハイスピリッツ　アソシエイツ 経営コンサルティング

279 (株)白英社 広告美術看板業

280 (株)パソナ パソナ･水戸 人材サービス業

281 中小企業診断士　社会保険労務士　はたけやま事務所 社会保険労務士・経営コンサルタント

282 (株)バンザイ 自動車整備用機械販売業

283 (有)鰻亭 飲食業、日本料理、蒲焼

284 (有)バンテック 石英硝子､研削､研磨加工､販売

285 (株)ＰＨＰ研究所 東京本部 企業教育研修･教材販売

286 東日本旅客鉄道(株) 旅客鉄道事業

287 (株)ビジコンネクスト 保険代理業、コンサルティング業

288 ビズネット(株) オフィス用品ネット販売

289 (株)日立製作所茨城支店 電気設備機器､産業機器､情報機器製造販売等

290 ひたちなかエネルギーロジテック(株) 港湾運送事業、設備工事、補修他、物流事業

291 有限責任監査法人ひばり 公認会計士、税理士業務
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

292 (株)ヒューマン･ブレンディ 人材育成事業（研修･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･ｺｰﾁﾝｸﾞ等）

293 (株)HIRANUMA 自動滴定装置、水分測定装置製造、環境分析装置

294 株式会社ファーストプランニング 不動産業

295 フィリップモリスジャパン合同会社 たばこ販売業

296 フォージテックカワベ(株) 金属プレス、加工業

297 (有)深作地所 不動産賃貸業

298 (株)フカツー 給排水衛生設備工事、リフォーム、LPガス、灯油の販売

299 冨士オフセット印刷(株) 印刷業

300 (株)フジクリーン茨城 浄化槽販売・設計・施工・管理、農業集落排水処理施設維持管理、下水処理施設維持管理

301 フジタ(株) 文具、事務用機械器具小売

302 (株)フジタビジネスマシンズ 事務機器販売及び保守

303 富士通Japan(株)茨城支社 情報、ネットワークサービス

304 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) OA機器販売

305 (株)ブックエース 卸小売り

306 (株)フットボールクラブ水戸ホーリーホック プロサッカーチーム運営

307 プルデンシャル生命保険(株)水戸支社 生命保険

308 (株)プロスパー 飲食業

309 (株)フロンティアシステム 情報処理サービス

310 (株)フロンティア水戸 ホテル運営、不動産賃貸

311 ベリーベスト法律事務所水戸オフィス 法律事務所

312 医療法人社団北水会 医療､福祉事業

313 社会福祉法人北養会 社会福祉事業

314 鉾田電機(株) 自動車電装品､ゴルフ場カート販売､修理､携帯電話販売

315 ホテルレイクビュー水戸 ホテル業

316 ホワイト企業(株) 人事労務・コンサルタント業

317 (株)ホンダベルノ 茨城北 自動車販売･修理業

318 (株)マイナビ茨城支社 総合人材サービス

319 (株)増山会計 会計、計算業務

320 (株)マリモ 不動産

321 (株)ミカ 介護用品のﾚﾝﾀﾙ･販売等の運営

322 (株)三上建築事務所 建築設計､監理

323 ミサワホーム(株) 建設業

324 (株)美鈴 保険調剤薬局およびドラッグストアの営業

325 三井住友海上火災保険(株) 損害保険業

326 (株)水戸カンツリー倶楽部 ゴルフ場

327 (株)水戸グリーンサービス 建設業、一般土木資材販売

328 (株)水戸京成百貨店 百貨店
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

329 水戸済生会総合病院 病院

330 水戸証券(株) 証券業

331 水戸商工会議所 地域総合経済団体

332 水戸信用金庫 金融業

333 行政書士法人水戸綜合事務所 行政書士

334 水戸都市開発(株) 再開発ビルの管理運営

335 (株)水戸日酒販 酒類卸売業

336 水戸農業協同組合 農業団体

337 水戸ホーチキ（株） 防災､省費､弱電設備の設計､施工､保守

338 みとみらい法律事務所 法律事務所

339 水戸ヤクルト販売(株) 乳製品、清涼飲料卸売業、化粧品卸売業

340 (株)ミトリカ 総合ハイテク用精密装置､ランプ､ガラス機器製造

341 (株)ミトレン LPガス製造､販売

342 (株)水戸ロイヤル 総合美容

346 (株)未来 エクステリア全般

344 (株)ＭＵＲＡＴＡ 建築雨もり事業、建築暑さ対策事業

345 (株)明伸 運送業、倉庫業、機械器具設置工事業

346 明治安田生命保険(相) 生命保険事業

347 名鉄観光サービス(株)水戸支店 旅行業

348 (株)明豊 塗料販売業

349 明利酒類(株) 清酒、焼酎、アルコ－ル、調味料製造

350 (株)めぶきカード クレジットカード業

351 めぶき証券(株) 金融商品取引業

352 (株)めぶきリース 総合リース業

353 (株)ヤマイシ 製造業(水産加工品)

354 (株)ヤマオコーポレーション コンサルティング業

355 山口社会保険労務士事務所 労働・社会保険の諸手続きの作成、提出代行 他

356 (株)山口楼 日本料理、旅館

357 山三印刷(株) 印刷業（一般印刷・オフセット印刷）

358 (株)山忠 建築資材販売及工事施工管理

359 (株)祐月本店 ひな人形､ 五月人形制作､ 卸小売､ｱｳﾄﾄﾞｱ用品卸小売

360 (株)ユートピア ソフトウェアの設計・開発

361 (株)ユードム 情報処理サービス業

362 (有)ユーハイム 不動産業

363 (有)湯泉荘 旅館業、宿泊、御宴会

364 ユタカ建設工業(株) 建設業

365 (株)ゆりかご 介護福祉、障害福祉
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【水戸地区支部】

NO. 会社名 事業内容

366 (株)横須賀満夫建築設計事務所 建築設計

367 吉久保酒造(株) 清酒製造業

368 (株)吉田石油 石油製品販売

369 (株)吉田屋 食品加工業(漬物製造加工業)

370 芳野工業(株) 総合建設業

371 (株)読売茨城広告社 新聞広告の企画、制作

372 (株)ライフキーパージャパン 保険代理業

373 (株)Life Happiness 教育業

374 (株)リオ・ホテルズ水戸　水戸三の丸ホテル ホテル

375 (株)リーテム 金属資源等のリサイクル

376 (一社)量子農業協会 量子農業研究

377 (学)リリー文化学園本部 デザイン教育

378 (株)LEIDEAS コンサルティング業

379 ロジスネクスト東京(株)茨城支社 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ･ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ等物流機器販売

380 (株)ロジックデザイン ソフトウェア開発

381 税理士法人Ｙ＆パートナーズ 税理士事務所

382 (株)ワインデマミ ワインショップ(一般小売酒類販売)

383 和知商事(株) 建築・土木資材の販売及び施工
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【土浦・石岡・つくば地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 アイアグリ(株) 農業資材販売

2 (株)アイエス 建設業（工場､倉庫営繕工事）

3 (株)愛鶏園 養鶏業、鶏卵販売、堆肥製造販売

4 アイリスオーヤマ(株)つくば工場 製造業（生活関連用品の企画、製造、販売）

5 アオキ(株) 建築資材販売及び工事業

6 (株)あおぞら 産業廃棄物中間処理業

7 (株)アカオギ 建設業

8 昱(株) 上下水道設備､揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備､環境設備

9 (株)アゲル 住宅･不動産販売

10 (株)アシスト 保険代理､レンタカー､リース業

11 あじたま販売(株) 鶏卵関連食品の加工製造販売

12 アセットベストパートナーズ(株) コンサルタント業

13 (株)andHAND建築設計事務所 建築　設計･管理

14 イーグル工業(株)つくば事業場 工業用ゴム製品製造

15 (株)イーグル･デザイン 外構、造園業

16 (株)磯山自動車販売 自動車販売業

17 (株)一昇金属 金属スクラップ業、金属リサイクル業

18 (株)いっしん 福祉事業全般

19 一誠商事(株) 不動産業

20 (株)イデア 新規機器開発

21 (株)伊東商事 廃棄物収集運搬業

22 イトウ製菓(株) ビスケット類製造

23 伊藤超短波(株)生産本部 医療用機器製造販売

24 稲葉工業(株) 水処理エンジニアリング

25 (株)茨自販リサイクルセンター 自動車リサイクル業

26 (株)茨進 教育サービス

27 (株)茨城オートパーツセンター 自動車リサイクル業・中古部品販売

28 （一財）茨城県科学技術振興財団 研究交流･研究支援

29 茨城県県南造園土木協業組合 土木工事業､造園工事業

30 いばらきコープ生活協同組合 生活協同組合

31 茨城協同食肉(株) 食肉加工

32 茨城乳業(株) 牛乳･乳製品製造販売

33 (株)イベント・コミュニケーションズ茨城 イベント用品のレンタル及びイベント会場の設営

34 (株)インソース土浦事業所 研修会

35 （株）宇田川コーポレーション 石油製品卸小売業

36 (株)内田商会 ダンボ－ル箱製造

37 (資)浦里酒造店 醸造業

38 エア･ウォーター･ゾル(株) エアゾールの製造販売
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【土浦・石岡・つくば地区支部】

NO. 会社名 事業内容

39 (株)エイ・イー・エス 技術サービス

40 エネグローバル(株) 太陽光発電

41 （株）エミー 人材教育・人材派遣

42 ＭＳＡＳ IT・コンテンツ制作・ＳＥ

43 (有)縁増 輸入車販売レストア事業

44 (株)ＯＨＧＵＲＯ 建設機械の組立･サービスおよび販売

45 大里ブロック工業(株) ブロック､生コン製造･販売

46 大曽根タクシー(株) 運輸業

47 (株)オオツカ 精密機械設計製作

48 大堀メンテナンス(株) 電気工事、消防設備点検

49 大山司法書士事務所 司法書士

50 (株)大和田建設 総合建設業

51 (株)岡村地質 地質調査業

52 奥本建設工業(株)茨城工場 建設業(鋼構造物製造業)

53 (株)オリエンタル商事 自販機による清涼飲料販売

54 (株)学園中央自動車学校 自動車教習所

55 (株)カスミ 小売業

56 (学)霞ヶ浦学園 教育事業

57 (株)霞浦観光ホテル ホテル業、総合結婚式場

58 桂不動産(株) 不動産業

59 上筑波自動車学校 自動車教習所

60 関鉄観光バス(株) 交通運輸業

61 (株)関鉄クリエイト 賃貸業・物販業

62 関鉄自動車工業(株) 自動車、建設機械の整備および修理他

63 関東情報サービス(株) 情報処理サービス

64 関東鉄道(株) 交通運輸事業　　　　

65 関東農産(株) 漬物製造

66 関友商事(株) 保険代理店､宝くじ販売

67 キヤノン(株)阿見事業所 液晶露光装置製造および半導体露光装置ユニットの生産

68 キヤノンセミコンダクターエクィップメント（株） 半導体装置関連の開発・製造

69 (株)協栄エイアンドアイ 保険、リース業

70 税理士法人共同会計 税理士

71 草苅木工(株) 注文家具の製造販売

72 (株)クボタ総建 建設業

73 栗田アルミ工業(株) 自動車部品製造

74 栗山工業(株) 建設業
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【土浦・石岡・つくば地区支部】

NO. 会社名 事業内容

75 グロー精密(株) 精密板金加工業

76 県南陸運(株) 一般貨物自動車運送

77 国際イントラコ(株) 日本事務所 国際人材派遣職業紹介業

78 国際ロジテック(株) 貨物自動車運送業､倉庫業､引っ越し､個人宅配

79 (株)桜住販 不動産

80 (株)ササモライフアシスト ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ＆人事労務ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

81 澤邉司法書士事務所 商業・法人登記、売買贈与等の不動産登記、民事信託 他

82 サンスイグループ 飲食業

83 サントリービバレッジソリューション(株)土浦支店 飲料・食品小売事業

84 (株)SAN-FARM野村牧場 牛乳生産販売

85 (株)サンブック社 出版物流・倉庫業

86 (株)ＪＥＭＳ ｿﾌﾄｳｪｱ開発

87 (株)柴沼醤油インターナショナル 醤油調味料の製造・販売

88 (株)ジャパンミート　 食肉卸・小売業

89 (株)シュテルンつくば 自動車販売

90 (株)ジョイフル本田 ホ－ムセンタ－

91 常伸電通システム(株) 電気・電気通信業

92 常総警備保障(株) 警備業

93 常南交通(株) 養護学校スク―ルバス 他

94 常陽運送(株) 貨物自動車運送事業

95 (株)常陽リビング社 ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰの発行･人材派遣･ｶﾙﾁｬｰ教室の運営

96 昭和電工マテリアルズ(株)先端技術研究開発センタ 化学

97 (社福)白銀会 社会福祉事業

98 （株）新栄流通サービス 貨物運送業

99 (株)シンプルウェイ システム開発、スマートフォンアプリ開発

100 (株)新みらい 総合建設業

101 (株)水郷物流サービス 運送業

102 すず喜総合法務事務所 司法書士、土地家屋調査士

103 スズキ造園土木(株) 造園業

104 (株)鈴木塗装工務店茨城営業所 塗装業（建築･鋼構造物･金属塗装）

105 (株)スポーツクラブナック スポーツクラブ

106 (株)セイコウ 建設業(プラント設備)

107 (株)生体分子計測研究所 画像精密、計測機器

108 (社福)聖朋会 福祉（介護・保育・相談援助事業）

109 (株)静和堂 総合印刷業　　　　　　　　　　　　　　

110 関彰エンジニアリング(株) 空調・衛生設備工事業

111 セキショウホンダ(株) 自動車販売
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【土浦・石岡・つくば地区支部】

NO. 会社名 事業内容

112 ダイドー・ドリンコ(株)首都圏第二営業部つくばオフィス 卸業

113 大和ハウス工業(株)茨城支社 建設業

114 高砂熱学工業(株)関信越支店茨城営業所 建設業

115 (株)高田工務店 特定建設業(土木･建築･舗装)

116 タカノフーズ(株) 食品製造業

117 (株)武井工業所 コンクリート2次製品

118 (株)田島屋 米穀卸・倉庫業

119 (株)タナカ 総合印刷業、木造住宅、耐震用接合金物の製造販売

120 (有)珍来 飲食業

121 筑波APサポート(株) 情報サービス

122 (株)つくばFC スポーツクラブの運営

123 (株)筑波化成 合成樹脂製品製造

124 (株)筑波銀行 金融業

125 (株)ツクバ計画 総合ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ、人材派遣、リフォーム、造園工事

126 (学)筑波研究学園 専門教育及び研究開発

127 (株)つくば研究支援センター　 研究支援業

128 筑波信用保証(株) 信用保証業務、不動産調査及び評価業務

129 (株)つくば精工 金属機械加工

130 筑波総研(株) 情報処理、ソフトウェア業務

131 国立大学法人筑波大学 教育機関･国立大学

132 つくばテクノロジー(株) 非破壊検査装置の製造、販売等

133 筑波乳業(株) 乳製品製造販売

134 (株)筑波物流 運送業

135 ツクバリカセイキ(株) 試験･計測器開発･製造

136 (株)土浦関東商事 廃棄物収集運搬業

137 土浦ケーブルテレビ(株) 有線テレビジョン放送事業及び電気通信事業

138 (株)椿屋商事 不動産業

139 出島産業(有) 金属加工

140 (株)出羽屋 水産加工品の製造･販売

141 (株)東京電機　　 電機機械器具製造業

142 東京フード(株) 業務用チョコレートの製造･販売

143 (株)東洋ドリル 切削工具の製造販売

144 (株)トーシンウイング 茨城工場 包装資材製造業

145 トータルマネジメントシステム研究所 経営コンサルタント

146 (株)トーネジ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ等の鋲螺製品及び金属ﾊﾟｰﾂ品の開発設計

147 常磐システムエンジニアリング(株) ｿﾌﾄｳｪｱ開発及び販売

148 徳田社会保険労務士事務所 社会保険労務士
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【土浦・石岡・つくば地区支部】

NO. 会社名 事業内容

149 トヨタホーム茨城(株) 住宅販売･施工･宅地分譲

150 (株)トヨタレンタリース茨城 ﾚﾝﾀｶｰ･ｶｰﾘｰｽ

151 トランコムSC(株)つくばエントリーセンター 人材派遣業

152 中川商事(株) 建築・土木資材販売、各種工事施工､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ販売

153 中川ヒューム管工業(株) セメント二次製品製造

154 中田勝也法律事務所 弁護士業

155 中村工業(株) 総合建設業、鋼構造物製造業

156 中山工業(株) 金属加工業(精密鈑金加工)

157 (株)ナチュラルライフ 飲食業

158 (株)成島 節句人形卸売、製造企画小売

159 西山運輸機工(株) 運送業､クレーンリース業

160 (株)西山重機運輸 建設業、運輸業

161 (株)日電 電気･電気通信

162 日興運送(株) 一般貨物運送業、自動車運送取扱業､産廃収集運搬業

163 ホテル日航つくば ホテルJALシティつくば ホテル業

164 日本ナショナル製罐(株) 飲料用アルミ缶製造

165 特定非営利活動法人日本スポーツ振興協会 スポーツイベント事業他

166 日本精機(株) ﾎﾟﾝﾌﾟ･油圧部品機械加工､組立､性能試験､ｻｰﾋﾞｽ

167 沼尻産業(株) 運送業･倉庫業･情報記録物保管業･引越業･リース業

168 (株)沼田機業 土木工事業･運送業･中間処理業

169 根崎解体工事(株) 建設業、産業廃棄物処分業

170 (株)延増興産 不動産管理業

171 (株)博進紙器製作所茨城工場 紙器製造業(貼箱､音楽映像ﾊﾟｯｹｰｼﾞ､食品書籍ｹｰｽ等)

172 橋本総業(株)茨城支店 管工機械・住宅設備機器の販売

173 (株)橋本ブラシ製作所 各種産業用ネジリブラシ製造

174 (有)原田水産 水産加工品の製造･販売

175 パナソニック ホームズ(株)茨城支社 ﾊﾟﾅﾎｰﾑの製造･施工販売及び分譲住宅･宅地販売

176 東日本高速道路(株)つくば工事事務所 建設

177 (株)日立インダストリアルプロダクツ ポンプファン、圧縮機、試験機などの開発、設計、製造、サービス、施工など

178 日立建機(株) 建設機械製造、販売、サービス

179 日立建機ロジテック(株) 運送業

180 常陸興業(株) ビル綜合管理、翻訳及び通訳（中国語、韓国語）

181 （株）秀商 建設機械運搬業

182 (株)ひのでや 農産物の生産・加工・販売

183 平田計理事務所 税理士業

184 廣瀬建材(株) 土木建築資材総合販売

185 (有)ﾌﾟｱﾗﾆﾘﾐﾃｯﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 花小売

186 フェリックス・社会保険労務士事務所 社会保険労務士

187 特定非営利活動法人フードバンク茨城 寄贈された食品を支援を必要とする人及び団体に無償で提供する
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【土浦・石岡・つくば地区支部】

NO. 会社名 事業内容

188 (株)フジキンつくば先端事業所 製造機械器具

189 (株)二葉科学茨城 熱処理装置製造

190 行政書士法人BlueOceanInternational 行政書士

191 (株)ブロード 自動車用品卸

192 (株)ブロードロード 飲食業

193 (株)ベストランドホールディングス ホテル業

194 ペンギンシステム(株) 研究者支援ｿﾌﾄｳｪｱ受託開発､共同研究開発等

195 ぺんてる(株) 筆記具・画材製造

196 星田建設工業(株) 建設業

197 ボッシュ･レックスロス(株) 油圧機器製造

198 (株)ホテルグランド東雲 ホテル業､結婚式場

199 (株)ホンダ茨城南 自動車販売、修理

200 (株)本田谷田部 木材･新建材の小売業

201 (株)マイドラッグ 調剤薬局

202 (株)増山栄建築設計事務所 建築設計

203 松浦建設(株) 総合建設業

204 (株)皆葉自動車 自動車販売修理・整備

205 明治安田生命保険(相)つくば支社 生命保険業

206 (株)宮内徳次郎商店 米穀全般

207 学校法人茗渓学園 学校法人（中学校、高等学校）

208 (株)柳川採種研究会 種苗業

209 (株)やまたけ土浦営業所 鉄､非鉄スクラップの加工処理　一般廃棄物･産業廃棄物の収集運搬及び処分

210 (株)山本工務店 総合建設業

211 谷原建設(株) 総合建設業

212 (株)ユーゴー クリーニング業

213 郵船ロジスティクスつくば(株) 国際運送業、各国航空船舶の代理店業務、通関業

214 (有)友遊舎 福祉サービス

215 (株)リーデン 建設機械､産業機械部品の製造販売

216 (株)リーバー 医療相談アプリLEBERの開発・運営

217 (株)ローズコーポレーション 日配食料品の製造販売

218 (株)ロケットスタートホールディングス 広告代理業、Web&System事業

219 (株)ワイツファーマ 薬局
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【取手地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 (株)アイエスケー ビジネスホテル業

2 アサヒビール(株)茨城工場 ビール製造

3 (株)東アサヒ 段ボ－ル製品製造

4 (株)アドバンス 携帯電話の販売等

5 (株)イカイプロダクト 構内請負・人材派遣

6 医療法人社団育成會 一般病院

7 (株)イケノベ 米穀、肥料、農業資材販売

8 (株)いずみや 塗装工事業、不動産業、環境事業

9 いずみや塗巧(株) 塗装工事業、防水工事業、仮設工事業

10 (株)伊勢喜屋工務店 建設業

11 稲敷設備工業(株) 総合設備業、上下水道維持管理業

12 宇田川(株) 石油製品卸売業

13 永和運輸(株) 運輸業及び梱包業

14 (有)Ｓ・Ｋ工業 空気環境汚染の除染再生、建設・建築他

17 (株)遠藤システム 情報通信・総合商社

16 (株)太田胃散茨城工場 医薬品製造

17 (株)大竹不動産 不動産業

18 カガミクリスタル(株) ｸﾘｽﾀﾙｶﾞﾗｽ製造･販売

19 川上商事(株) 輸送機械関連製造業

20 川村学園女子大学 学校教育

21 関東総業(株) 倉庫、運輸業

22 関東乳業(株) 乳製品製造・販売

23 キヤノン(株)取手事業所 事務機製造

24 キヤノン化成(株) 事務機械器具製造業

25 キリンビール(株)取手工場 ビール、発泡酒、その他醸造酒製造

26 栗山電気(株) 電気工事業

27 ＫＳＴ(株) 金属表面処理（めっき）

28 (株)宏機製作所 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の射出成型及組立

29 (株)興進製作所 製造業（機械加工）

30 小島工芸(株) 木製家具製造

31 坂入社会保険労務士事務所 社労士

32 (株)三光精衡所伊奈支店 光学部品(反射鏡製造､蒸着作業)

33 (株)サンヨーホーム 不動産業

34 (株)シイナクリーン サービス業

35 常南物流サービス(株) 貨物取扱業

36 常陽建設(株) 総合建設業

37 シンコウ産業(株) ワイヤーハーネス製造
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【取手地区支部】

NO. 会社名 事業内容

38 杉﨑計器(株) 製造業

39 (株)セレクト 調剤薬局

40 綜合建物サービス(株) ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ業

41 (株)泰成工業所竜ヶ崎工場 自動車用プレス部品

42 大成ブリキ印刷(株) 金属印刷

43 タカノ司法書士事務所 司法書士

44 (株)たっぷとりで ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ・ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ・ｱｳﾄﾄﾞｱｽｸｰﾙ

45 つくば建築設計事務所(株) 建築設計、監理、企画、開発行為

46 筑波工業(株) トラクタ用ロータリ等アタッチメント製造

47 (株)筑波商事 不動産業

48 (有)東和加工 製造業

49 トーソー(株)つくば事業場 ｲﾝﾃﾘｱﾒｰｶｰ(ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ)

50 (株)トータルシステムデザイン ソフトウェア開発

51 常磐建設(株) 総合建設業

52 (有)とむとむ 飲食業

53 TRUSTEP JAPAN(株) 経営コンサルティング

54 (株)取手自動車教習所 自動車学校

55 ナカノ管材(株) 管工機材･住宅設備機器の販売

56 日本通運(株)茨城支店 貨物自動車運送業

57 (株)二宮工業 建設機械、搬送用部品製造

58 日本メクトロン(株)牛久事業場 電子応用機器用部品製造

59 東日本ガス(株) ガス事業、小売電気事業

60 日立建機(株)龍ケ崎工場 輸送用機械器具製造

61 (株)品質保証総合研究所 ISO研修、JQAからのISO認証審査の受託 他

62 平成観光自動車(株) 貸切旅客運送業(ﾊﾞｽ)､旅行業

63 細谷建設工業(株) 建設業

64 メークス(株) 製造業

65 (株)ＭＥＫ－Ｊ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ回路基盤等の製造

66 (株)めぐみ サービス業

67 (株)守谷自動車学校 自動車教習

68 (株)諸岡 建設用･農業用機械の製造

69 大和陸運倉庫(株) 運輸・倉庫業

70 社会福祉法人山ゆり会 保育事業

71 (株)リーブコーポレーション 雑貨卸業

72 (株)龍ケ崎カントリー倶楽部 ゴルフ場経営

73 (株)竜ヶ崎自動車教習所 自動車教習所

74 (株)竜ケ崎電設 電気工事

75 流通経済大学 教育機関
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【県西地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 青木重機運輸(株) クレーン建設業

2 (株)青柳製作所 プレス、板金、溶接

3 アカギ建材生コン(株) 生コン製造販売

4 明野自動車学校(株) 自動車教習所

5 朝日印刷(株) 印刷業

6 (株)アスカ 電子部品製造、一般貨物運送業

7 (株)阿波屋 建材資材販売及び工事業

8 (株)石島建設 総合建設業

9 (株)イナバ 製造業（建設機械部品）

10 茨城ic青果(株) 青果卸売業

11 (有)茨城県西自動車学校 自動車教習所

12 (有)今井商店 食品製造

13 岩瀬光学(株) 精密機械加工業

14 (株)ウエルシード 農業資材卸、リース等

15 NC東日本コンクリート工業(株) コンクリートポール、パイル、ブロック製造

16 (株)エム・シー・シー 無塵、無菌作業衣製造

17 (株)ＭＴＤ 金属加工業等

18 大泉砕石(株) 砕石の製造､販売

19 大塚セラミックス(株) セラミックス製品製造

20 奥順(株) 本場結城紬、紬袋物、結城紬帯、結城紬「はたおり娘」製造卸売、介護事業

21 (株)小野里工務店 建設業

22 関東道路(株) 土木･舗装業、産業廃棄物所分業他

23 (株)感動ハウス 建築業

24 北村製布(株) 産業資材用繊維製品の製造・販売

25 (株)木原製作所 自動車部品製造

26 キヤノンオプトロン株式会社 光学結晶および蒸着材料の開発・製造および販売

27 キヤノンファインテックニスカ(株)常総物流センター 事務機周辺機器及びカードプリンターの生産ならびにサービスパーツ等の調達・出荷管理

28 (株)協立製作所 油圧機器部品製造

29 協和技研(株) 金属製品、電気機器関連組立、アルミダイキャスト仕上げ加工他

30 (株)くらもち 飼料､鶏卵卸販売､養鶏業

31 (株)郡司材木店 木材、新建材の小売業

32 研精工業(株) 精密機械器具製造販売業

33 県西法律事務所 弁護士

34 光陽精機(株) 油圧シリンダ製造、販売・制震オイルダンパー

35 (株)小薬建設 総合建設業・一級建築士事務所

36 五光物流(株) 貨物自動車運送業、倉庫業
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【県西地区支部】

NO. 会社名 事業内容

37 (株)こころ建築設計 建設業

38 (有)小竹米店 米穀業

39 小西(株)　　　　　　　　　　　 建築資材、建築鋼材等卸売､建設工事業

40 (株)三五関東 自動車部品製造及び販売

41 (株)島田製作所 金属部品製造

42 下館精機(株) プラスチック金型製作及び射出成形

43 下館土地(株)ダイヤモンドホール 不動産業

44 (株)下妻スポーツクラブ スポーツクラブ

45 常総ビル整美（株） ビルメンテナンス業

46 昭和産業(株) 金属製品製造

47 昭和電工マテリアルズ(株)下館事業所 印刷配線板用銅張積層板、電子部品、電子材料製造

48 (株)新東 ホテル業

49 鈴木鉄工建設(株) 建設業

50 (株)スミハツ 輸送用機械器具製造業

51 関口醸造(株) 食品製造（米菓・醤油）

52 関彰商事(株) 石油製品、ＬＰガス、住宅機器、ＯＡ機器卸小売

53 (福)関耀会 老人介護福祉施設

54 (株)セナミ学院 学習塾

55 (株)染谷工務店 総合建設業

56 (株)高井産業 食品加工業

57 高砂製紙(株) 石膏ボード原紙製造

58 (有)髙野興業 解体工事業

59 髙橋商事(株) 鉄くず加工業

60 (株)田中工務店 総合建設業

61 つくば経営戦略研究所 経営コンサルティング業

62 東永工業(株)結城工場 建設機械部品製造業

63 東京精密鍛造(株) 輸送用機械器具製造

64 (株)東和食品 国産牛肉加工卸売

65 富山コンクリート工業(株) 土木資材一般製造及び販売　　　

66 (株)ナカヤコーポレーション 不動産業

67 中山（株） 酒類、調味料、飲料水、食品卸売

68 日本ハムファクトリー(株) 食肉加工品の製造

69 (株)日本アビリチーズ社 段ボール箱製造

70 日本エクシード(株) 半導体素子加工、電子工業用部品製造

71 日本電解(株) プリント配線板用銅箔製造

72 日本ブレーキ工業(株)下館事業所 輸送用機械器具製造業
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【県西地区支部】

NO. 会社名 事業内容

73 社会保険労務士法人 ニュー岩崎事務所 社会保険労務士

74 (株)野間商店 建設業

75 (株)ハウステック 住宅機器及び環境設備機器の製造

76 弁護士法人萩原総合法律事務所 法律事務所

77 ハナワ物流(株) 運送業、倉庫業

78 (株)廣澤精機製作所 (電気機械器具、事務用機械器具、農耕用機械)部品製造

79 ファームガーデン(株) 造園業

80 富士鋼業(株) 金属製品製造

81 (株)武勇 酒造業

82 (有)ヘルスケアー下妻 福祉サービス業

83 (株)豊和ジーマップ 板金､金型､洗浄機など

84 (株)堀石材工業 石材業

85 (株)マツミ・ジャパン 用済ﾀｲﾔの収集運搬･中間処分業務､熱処理工場･再生利用工場への用済ﾀｲﾔの供給及び用済ﾀｲﾔ再利用業務

86 丸栄コンクリート工業(株) コンクリート二次製品の製造販売

87 (有)峯商店 牛乳販売、自動販売機商品販売

88 村井醸造(株) 清酒製造

89 森建設(株) 建設業

90 (株)ヤマグチヤ冷蔵 水産物卸､冷蔵保管

91 ヤマダイ(株) 即席ラーメン、乾麺の製造販売

92 (株)大和製作所 工業用ゴム製品製造

93 結城信用金庫 金融業

94 (株)ユニゾンモバイル 通信機器･用品の販売､修理事業

95 (株)ライズ 自動販売機管理

96 来福酒造(株) 酒製造

97 (株)ライフユニット 人材派遣業

98 リズム精密(株) 自動車内装部品製造

99 (株)リバティーフーズ 食品製造業(惣菜､菓子パン製造)

100 リンクステックサーキット(株) 電子部品製造

101 (株)ワールドケミカル　筑波工場 機器製造業（ケミカルポンプ）

102 (株)和興建設 総合建設業
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【古河・坂東地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 (福)愛和会 高齢者介護事業

2 青木酒造(株) 清酒及びリキュール製造

3 油鉄印刷(株) 印刷

4 (株)飯島製作所 自動平盤打抜機

5 司法書士　石塚大和事務所 司法書士

6 (有)伊藤運輸 運送業

7 茨城県民生活協同組合 共済事業｢県民共済｣、医療事業｢友愛記念病院｣｢総合健診ｾﾝﾀｰ｣

8 ウム・ヴェルト(株) 産業廃棄物運搬･処理業(食品ﾘｻｲｸﾙ)

9 (株)エイ・アイ・エス 組立家具製造卸

10 エヌ・アール(株) 産業機械の設計･製作･制御

11 (有)エヌシーエス 人材派遣

12 ＮＣＳアグリサポート(株) 農作業受託事業

13 (株)大利根カントリー倶楽部 ゴルフ場経営

14 (株)大橋醤油店 醤油醸造業

15 (株)開倫塾 学習塾

16 片山特殊鍛工(株) 自動車､建設機械､その他各部品の精密型打鍛造品

17 金澤工業(株) 家庭電気製品、食器乾燥器、コーヒードリップ

18 金子包装ホールディングス(株) ホテル経営､段ボール箱の製造販売

19 関東通運(株) 貨物取扱運送業､貨物自動車運送事業､倉庫業､損保代理

20 ｷﾔﾉﾝｴｺﾛｼﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ(株) 事務機及び消耗品等ｷﾔﾉﾝ製品のﾘﾕｰｽ･ﾘｻｲｸﾙ

21 キャリーシステム(株) 運送業

22 京三電機(株) 自動車用燃料ポンプ、同フィルタ－、同ＥＦＩ機器製造

23 (有)倉持商店 紙加工業

24 学校法人晃陽学園 学校法人

25 (株)古河第一自動車学校 自動車教習所

26 古河ヤクルト販売(株) 乳製品卸売及び販売業

27 (株)五光 建設機械向け部品製造(厚板溶接､機械加工)

28 (株)サクセス 業務請負業

29 (有)櫻井運輸 運送業、倉庫業

30 三桜工業(株) 自動車部品製造

31 (株)山水 ホテル業

32 (株)サンワーク 業務請負･人材派遣･職業紹介業

33 (株)シノザキ 結婚式場（カナルハウスの運営）

34 (株)篠崎ポンプ機械製作所 消防ポンプ自動車製造

35 新世紀事業協同組合 職業紹介事業等

36 (株)すぎのや 飲食業

37 (株)スタッフブレーン 一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業
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【古河・坂東地区支部】

NO. 会社名 事業内容

38 須藤製糸(株) 小売販売・不動産管理・損害保険取扱

39 須永ビルサ－ビス(株) 建築物環境衛生総合管理業、建築物清掃業、建築物空気調和用ダクト清掃業等

40 積水ハウス(株)関東工場 プレハブ住宅用部材の製造

41 銭屋米穀(株) 米穀小売

42 (株)セフテック ﾋﾞﾙ綜合管理､警備業､ﾌｰﾄﾞ事業

43 大丸鐵興(株) 金属製品製造業

44 (株)高橋芝園土木 建設業

45 (株)タカボシ 建築資材卸売

46 鶴田電機(株) 電機器製造

47 (株)トウブヒナカ境物流センター ドアロック製造

48 (株)富田製作所 輸送用機械器具製造

49 トモエ乳業(株) 乳製品処理業

50 ネッツトヨタつくば(株) 自動車販売及び修理業

51 萩原酒造(株) 清酒 焼酎

52 (株)初見運輸倉庫 運輸サービス及び倉庫業、請負・派遣業

53 ハムリー(株) 受託試験

54 ＨＡＲＩＯ(株) 耐熱ガラス食器、家庭用品企画、製造販売

55 (株)坂東太郎 外食産業

56 美瑛アグリサポート(株) 農作業受託事業

57 (株)藤本 アミューズメント事業運営

58 (税)報徳事務所 税理士業務

59 北進産業(株) 機械製造業

60 前山倉庫(株) 運輸･倉庫業･請負業･産廃収集運搬業

61 (有)將門煎餅本舗 煎餅製造・販売

62 司法書士　土地家屋調査士　松井事務所 不動産登記、商業登記、測量

63 ミヤト倉庫(株) 倉庫業

64 ヤマト工業(株) 金属製品製造販売業

65 山中建設工業(株) 建設業

66 ヤマニ屋物流サービス(株) 運輸及び倉庫業

67 レンゴー(株)利根川事業所 ダンボール用板紙

68 (株)わたなべ クリーニング業

69 (株)渡辺製作所 プレス加工・金型製作

70 (株)渡辺本家倉庫 倉庫業
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【鹿行地区支部】

NO. 会社名 事業内容

1 愛友酒造(株) 清酒製造業

2 (有)アサヒランドラーズ クリーニング業

3 (株)アスドリーム 自動車販売整備

4 (株)荒佐 農業関連商品販売

5 (株)飯塚工務店 建設業（解体工事業、産業廃棄物運搬業）

6 (有)石上ファーム 養豚業

7 (株)泉ハウジング 不動産業・ＦＣ本部事業

8 (株)潮来自動車教習所 自動車教習所

9 (株)ウィンド・パワー・エンジニアリング 風力発電メンテナンスとオペレーション

10 (株)ヴェーセル 総合建設業

11 (株)美味いるプラス 食料品の製造・販売

12 エア・ウォーター薬化(株) 分析事業、建設事業、メンテナンス事業、環境事業

13 (株)エグゼ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱｰ事業

14 (株)エコイノベーション 鉄鋼業

15 (株)ＮＳロジ鹿島 運送業

16 大川運輸(株) 運送業

17 大阪富士工業(株) 金属精錬業

18 鳳テック(株) 鋼板検査と梱包物流

19 (有)岡野印刷 印刷業

20 小沼公認会計士・税理士事務所 公認会計士・税理士

21 (有)カーライフ野口 自動車販売修理

22 (株)Guiding Star 保険代理店

23 (株)鹿島アントラーズＦＣ プロサッカー球団の運営ほか

24 (株)鹿島ガーデン 総合建設業、廃棄物処理業

25 鹿島共同火力(株) 火力発電による発電事業

26 鹿島食品(株) 業務用総合食品卸売

27 (株)鹿島製油 石油・LPガス販売

28 鹿島石油(株) 石油精製

29 (株)鹿島中央自動車学校 自動車教習所

30 鹿島庭園(株) 造園、土木工事業

31 (株)鹿島テクノス 総合建設業

32 鹿島東洋埠頭(株) 貨物自動車運送事業・一般貨物荷役業・倉庫業・港湾運送事業・前述に付帯する事業

33 鹿島都市開発(株) 不動産、ホテル業

34 (株)鹿島美装 防水工事・塗装工事業、建築一式

35 鹿島埠頭(株) 曳船業、通船業、倉庫業、船舶代理店業ほか

36 (株)かねきう 水産加工業

34



【鹿行地区支部】

NO. 会社名 事業内容

37 (有)神栖管工設備 管工事業

38 行政書士神栖さとう事務所 行政書士業

39 神栖法律事務所 法律業務

40 河合石灰工業(株)鹿島事業所 石灰製造業

41 社会保険労務士法人　KAN Support Office 士業・社会保険労務士

42 関東穀粉(株) 米穀卸売業

43 関包スチール(株)鹿島工場 鋼材の加工、販売

44 木内製菓(株) 和菓子製造

45 (有)北島マシンナイフ 工業用刃物の製造､販売

46 𠮷藤運送(株) 運送業

47 税理士・社労士・FP 君和田昭一事務所 税理士、社労士業務

48 (株)倉川製作所 金属加工業

49 栗林運輸(株)茨城営業所 貨物利用運送事業､一般港湾運送事業

50 黒崎播磨(株)鹿島支店 耐火物販売

51 (株)啓生運輸 運送業

52 鴻池運輸(株) 金属精錬業、運輸業

53 (株)寿商事 カー用品小売業

54 (株)古保里 ホテル業

55 小松崎機械(株) 各種建設産業機械ﾚﾝﾀﾙ､販売､修復

56 笹本石材(株) 霊園･墓石･仏壇販売

57 佐竹重機(株) クレーンリース業

58 山九(株)鹿島支店 物流事業、機工事業

59 サン・トックス(株)関東工場 プラスチックフィルム製造・販売

60 三洋化成工業(株)鹿島工場 化学品製造

61 (株)三洋産業 建設業

62 日鉄ケミカル＆マテリアル(株)コールケミカル事業部鹿島製造所 化学工業

63 (株)ＪＥＲＡ鹿島火力発電所 電気供給業

64 品川ファーネス(株) 工業炉設計等工事､メンテナンス

65 常総開発工業(株) 建設業

66 医療法人松優会　松倉中央クリニック 医療業

67 昭和産業(株)鹿島工場 食品製造業

68 昭和電工マテリアルズ(株)五井事業所(鹿島) 化学工業

69 白帆観光(株) ゴルフ場

70 (株)末広商店 鉄・非鉄・自動車リサイクル
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【鹿行地区支部】

NO. 会社名 事業内容

71 (株)すが辰 水産物卸売業

72 (株)スガテック鹿島君津支店 建設業

73 司法書士・行政書士鈴木伸洋事務所 不動産・会社・法人各登記、各種許認可取得、法律相談

74 (株)セイミヤ スーパーマーケット

75 セバック(株) 石油部門関連受託､商品販売､厚生施設運営

76 ダイキン工業(株) フッ素化学製品製造

77 太平電業(株)日本製鉄鹿島事業所 発電設備の建設・補修

78 太陽肥料(株) 化成、配合、過りん酸石灰肥料製造・販売

79 (株)タイヨー ス－パ－マ－ケット

80 妙中鉱業(株) 産業廃棄物中間処理

81 (株)髙木商店 水産缶詰･冷凍水産物製造

82 (株)髙塚製作所 金属加工業

83 高橋建設(株) 建設業

84 (株)高正建設 総合建設業

85 (株)チェリオ ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営､管理(ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ)

86 中国木材(株)鹿島工場 製材および加工

87 中電興産(株) 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、一般廃棄物の収集運搬業

88 (株)兆星 水産加工食品製造業

89 翼社労士事務所 社会保険労務士

90 テックスエンジテクノサービス(株) 人事派遣業､広告宣伝業

91 東栄機工(株) 機械工具・資材販売

92 東京海上日動火災保険(株)茨城支店鹿島支社 損害保険

93 (株)藤信フード 社員食堂及社員寮食事提供

94 (株)トクヤマ 化学工業

95 行方運送(株) 運送業

96 (株)NIJI 保険業

97 日石興産(株) 産業用資材･原料･機械･設備･装置プラント総合商社

98 日鉄ステンレス(株)鹿島製造所 ステンレス鋼の製造および販売

99 日鉄スラグ製品(株) 高炉スラグ･ロックウールの製造販売

100 日鉄大径鋼管(株) 鋼管製造業

101 日鉄テクノロジー(株)東日本事業所 材料の分析、評価及び環境測定

102 日鉄テックスエンジ(株)鹿島支店 各種ﾌﾟﾗﾝﾄ設計､製作､施工､ﾒﾝﾃﾅﾝｽ､ｼｽﾃﾑ開発等総合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

103 日鉄ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ＆ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)鹿島支店 建設業

104 日鉄ビジネスサービス東日本(株) 施設警備、消防設備点検工事他

105 日鉄物産(株)鹿島支店 商社(主商品､鉄鋼･繊維･食糧

106 日鉄物流鹿島(株) 貨物自動車運送業､港湾運送事業､倉庫業､通関業､等

107 日鉄保険サービス(株)鹿島支社 保険代理店
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【鹿行地区支部】

NO. 会社名 事業内容

108 日本製鉄(株)東日本製鉄所鹿島地区 鉄鋼業

109 日本製鉄(株)技術開発本部（波崎研究開発ｾﾝﾀｰ） 鉄鋼に関する研究開発

110 (有)橋本地所 不動産賃貸､管理､売買

111 (株)ハラキン 菌茸類の生産販売・機能性食品の製造販売

112 ひぐち社会保険労務士事務所 社会保険労務士

113 (株)飛田工務店 建設業（土木工事業）

114 平澤商事 産業廃棄物運搬、処理業（食品リサイクル）の新規営業

115 (株)フィルド食品 カットフルーツ､カット野菜製造

116 藤井建設(株) 建設業

117 富士港運(株) 港湾運送事業

118 藤﨑建設工業(株) 総合建設業

119 扶和産業(株)鹿島支店 骨材販売専門商社・倉庫業

120 (株)平成物産 土地・建物の売買・ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝの賃貸管理

121 (株)宝山産業 高圧ガス製造販売

122 (株)鉾田自動車学校 自動車教習所

123 ホコタ設計コンサルタンツ(株) 測量･土木設計･補償コンサルタント

124 誠殖産工業(株) 土木工事業

125 (株)マルシン 管工事、老人介護

126 (株)丸福クレーン工業 クレーンリース業

127 (株)みうらや 食品製造業

128 三笠自動車(株) 自動車車体整備

129 三国屋建設(株) 建設業

130 溝口鍍金(株) 電気めっき

131 三井住友建設(株)鹿島作業所 建設事業･開発事業

132 みなと運送(株) 運送業

133 (株)湊組 鹿島事業所 鉄鋼製品加工手入､鋼構造物工事他

134 箕輪リース(株) 建設機器リース

135 (株)宮澤工務店 建築・土木・管・舗装・塗装・水道施設・とび

136 特別養護老人ホーム樅の木荘 介護事業

137 (株)矢田部自動車教習所 自動車教習所

138 (株)ヤマサキ 建設業

139 (株)山昭工業 建設業(総合リフォーム工事)

140 (有)ヤマデン 電化製品販売及び設備工事

141 (株)ユメニティ ソフトウェア開発

142 (株)吉川工務店 建設業

143 (株)ワイビーテクノ 鉄筋網の溶接及び加工

144 (株)和城産業 総合水処理・土木建築・設備工事
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